
  
  遊泳と摂餌に関連する形質の発達に基づいたオニオコゼ仔

稚魚の発育段階

  誌名 水産増殖 = The aquiculture
ISSN 03714217
著者名 河野,博

曽田,一志
発行元 水産増殖談話会
巻/号 46巻3号
掲載ページ p. 333-342
発行年月 1998年9月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



遊泳と摂餌に関連する形質の発達に基づいた
オニオコゼ仔稚魚の発育段階

河野　博・曽田一志

Ontogenetic Intervals based on the Development of
Swimming- and Feeding-related Characters in

Larvae and Juveniles of the Lumpfi sh, Inimicus japonicus

Hiroshi KOHNO＊ 1 and Kazushi SOTA＊ 2

Abstract: Based on the functional development related to swimming and feeding, ontogenetic 
intervals of larvae and juveniles were established for the lumpfi sh, Inimicus japonicus. 
Consequently, the following fi ve phases were recognized by the development of each function. 
Swimming: 1) the phase with less active swimming (from hatching to 3.6 mm in body length, BL); 
2) the phase with development of pectoral fi ns (3.6-4.7 mm BL); 3) the transition phase in which 
the notochord fl exion occurring and caudal fi n being developed (4.7-5.6 mm BL); 4) the phase with 
development of vertebrae and dorsal and anal fi ns (5.6-7.0 mm BL); 5) the functional juvenile phase 
with complete swimming ability (beyond 7.0-7.5 mm BL). Feeding: 1) the phase depending only on 
the internal nutrition (from hatching to 3.6 mm BL); 2) the phase with the feeding mode of sucking 
(3.6-5.1 mm BL); 3) the transition phase in which the sucking ability increasing (5.1-ca. 6 mm BL); 
4) the phase with development of characters associated with biting (6-8 mm BL); 5) the functional 
juvenile phase with complete feeding ability (beyond about 8 mm BL). On the other hand, based on 
the fm-ray complement in number, the lumpfi sh larvae developed into juveniles at 6.2 mm BL.
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　オニオコゼの飼育仔稚魚について，遊泳と摂餌に
かかわる形質の形態発育を記載し，発育段階の設定を
行った。まず，遊泳機能に関する形質の発達に基づく
と，オニオコゼ仔稚魚は以下の５段階に分けられた。
１）遊泳未発達期（ふ化～体長 3.6mm［D-0 ～ D-1］）：
遊泳機能に関する形質としては，膜鰭からなる鰭だけ
が出現した；２）胸鰭遊泳期（体長 3.6 ～ 4.7mm［D-1
～ D-8］）：胸鰭の支持骨と胸鰭鰭条が出現し発達する
時期；３）移行期（あるいは尾鰭準備期，体長4.7～5.6mm
［D-8 ～ D-12］）：脊索の末端部が上屈し，尾鰭の支持骨
と鰭条が出現，発達する時期；４）尾鰭推進期（体長 5.6
～ 7.0mm［D-12 ～ D-18］）：脊椎骨が出現，発達し，さ
らに背鰭と臀鰭の支持骨と鰭条が出現，発達する時期；
５）完成期（体長 7.0 － 7.5mm以上［D-18-20 以降］）：
稚魚としての遊泳能力を獲得すると考えられる。さら
に，オニオコゼ仔稚魚は，摂餌機能に関する形質の発
達に基づいて，以下の５段階に分けられた。１）摂餌
未発達期（ふ化～体長 3.6mm まで［D-0 ～ D-1］）：仔
魚は未開口で，栄養は完全に内部栄養に依存する時期；
２）吸い込み期（体長 3.6 ～ 5.1mm［D-1 ～ D-8］）：口
腔を形成する基礎的な構成要素が出現し，口腔内の陰
圧を利用して摂餌する時期；３）移行期（あるいは吸
い込み発達期，体長 5.1 ～約６mm［D-8 ～ D-15］）：
口腔構成要素の化骨や鰓蓋骨の出現で口腔内の陰圧が
より強くなり，また前上顎骨と角骨の出現で口の開閉
がより機能的になる時期；４）噛みつき期（体長約６
～８mm［D-15 ～ D-21］）：口裂に占める前上顎骨の割
合いが一定になり，さらに顎歯と咽頭歯，前鋤骨歯が
出現することで，より機能的な顎の開閉と噛みつきに
よる餌の捕獲が可能となる時期；５）完成期（体長約
８mm以上［D-21 以降］）：稚魚としての摂餌能力を
獲得すると考えられる。以上のように，遊泳・摂餌機
能の発達からみると，オニオコゼの仔魚から稚魚への
変化は，体長 7.5 － 8.0mm 以上（D-20-21 以降）であ

ると判断された。なお，各鰭の鰭条の定数という観点
からみたオニオコゼの仔魚から稚魚への変化は，体長
6.2mm（D-17）であった。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

